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e テスティングにおける LDA を用いた項目間類似度の算出
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概要：本研究ではこれまで，e テスティングにおいて類似項目を自動検索することを目的とし，項目間類似
度の算出手法を提案，実験・評価を行ってきた．類似度データや類似項目を用いることで，(1) 類似項目の
自動検索，(2) 自動的なアイテム・バンクの構築，(3) 項目間構造の可視化，(4) テスト情報量の向上，(5)
新規項目の難易度の推定，(6) 適応的なテストの出題，(7) 項目の作成，などの支援が可能となる．本論文
では，項目間類似度の算出精度の向上を目的とし，文書の生成過程を確率的にモデル化した LDA を適用
した新たな手法を提案する．提案手法では，項目ごとに LDA で推定されたトピックを基に特徴ベクトル
を生成し，余弦により項目間類似度を算出する．LDA を適用することにより，(1) 不要な単語による誤検
索の解消や，(2) 項目の内容理解に踏み込んだ特徴ベクトルの生成，が期待される．提案手法のオリジナル
なアイディアは，項目ごとに LDA でトピックを推定する際に，(a) 重要な語が出現する箇所を自動で決定
し，(b) 限られた語の共起性を高める，という前処理にある．初級システムアドミニストレータ試験で出題
された 250 項目を対象とした，類似項目の検索実験を行った結果，提案手法では LDA を用いたその他の
比較手法や既存手法に比べ，項目間類似度の算出精度が最も高かった．これらの実験・評価結果から，前
処理 (a)，(b) の有効性や項目間類似度の算出に LDA を適用することの有効性が示唆された．
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Abstract: In previous studies, to retrieve similar item automatically in e-testing, we proposed methods of
calculating similarity between items, and conducted experiments and evaluations. It is possible to apply
similarity data or similar item to (1) automatically retrieving similar items, (2) automatically constructing
item banks, (3) visualizing structure between items, (4) optimizing the amount of test information, (5) estimating the diﬃculty level of unanswered items, (6) computer adaptive testing (CAT) and (7) supporting
the creation of items. In this paper, to improve the accuracy of calculating similarity between items, we
propose new method of calculating similarity between items applied Latent Dirichlet Allocation (LDA), a
generative probabilistic document model. Fundamentally, we assume that each item is represented by a
vector using topics estimated by LDA, and the similarity between items is calculated by cosine. Applying
LDA to calculating similarity between items provides (1) decreasing the number of retrieved dissimilar items,
and (2) creating vectors based of the relation between extracted terms. To accurately estimate topics in each
item, we take the two following approaches: (a) Identifying the part in which the important term occurs.
(b) Enhancing the co-occurrence relation between terms. We targeted 250 items tested by Systems Administrator Examination and conducted experiment which similar items are retrieved. The result of experiment
showed the eﬀectiveness of approach (a), (b) and applying LDA to calculating similarity between items. We
furthermore demonstrated the improvement in accuracy of the proposed method in comparison with existing
methods.
Keywords: e-testing, item bank, similar test item, Latent Dirichlet Allocation (LDA), similarity
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1. 研究の背景と目的
近年，e テスティング（e-testing）[1], [2] の出現により，
大規模なアイテム・バンク（item bank）の構築が必要と
なっている．アイテム・バンク内の項目は，項目内で問わ
れている知識に基づいて階層的に分類されることが多い．
たとえば，Songmuang らが開発した e テスティング・シ
ステムでは，分野，大分類，中分類の 3 階層によって分
類されている [3]．また，Guzman らが開発した自己評価
ツール SIETTE（System of Intelligent Evaluation Using

Tests for Teleeducation）では，講義内で取り扱うテーマご

よるテスト情報量 [16] の向上．
さらに，類似項目の自動検索が実現できると以下の支援
も期待できる．

( 1 ) クラスタリング手法 [17], [18] などを適用した，自動的
なアイテム・バンクの構築．

( 2 ) 類似項目の出題パターンを基に，解答データのない新
規項目の難易度の推定 [19]．

( 3 ) 同一知識を問う項目の反復学習における適応型テス
ト [20]．

( 4 ) 類似項目の選択肢を提示することによる項目の作
成 [11]．

とに複数階層により項目が管理されている [4]．これらの

文献 [11] では，項目の出題パターンや問題文や正答に出

システムでは，適応型テスト（CAT: Computer Adaptive

現する語の特徴を字句解析し，その解析結果から対象知識

Testing）や自動テスト構成 [5] などの機能が実装されてお

の出現箇所（問題文，正答，誤答）を自動決定する手順を

り，項目には解答所要時間や正答率，項目反応理論（IRT:

考案した．そして，決定された出現個所から単名詞と複合

Item Response Theory）[6] のパラメータなどのメタ・デー

名詞を抽出し，ベクトル空間モデル [18] に基づき項目間類

タが付与されている．さらに，近年，教育現場で広く普及し

似度を算出した．さらに，コンピュータネットワークに関

ている moodle [7] や Blackboard [8] などの LMS（Learning

する項目を対象とした，類似項目の検索実験を行い，既存

Management System）においても同様に，階層的に項目が

手法よりも類似度の算出精度の向上や出現箇所を自動決定

管理されている．

することの有効性が示された．しかしながら，項目の内容

しかし，項目数が増大すると，項目を適切な階層に手動

とはまったく関係のない語による誤検索や，語の抽出のみ

で分類するには膨大な時間と労力がかかる．また，項目を

から項目の特徴を表すには限界があり，語の関係性を考慮

適切な階層へ分類するためには，対象とする分野や領域

に入れるなど，項目の内容理解に踏み込んだ処理の必要性

の専門知識に精通していなければならない．そこで，本研

が示唆された．

究ではこれまで，類似項目を自動検索することを目的

そこで，本論文では，これらの課題解決と項目間類似度

と し ，項 目 間 類 似 度 の 算 出 手 法 を 提 案・評 価 し て き

の算出精度の向上を目的とし，文書の生成過程を確率的に

た [9], [10], [11]．本研究で対象とする項目は，多肢選択

モデル化した Latent Dirichlet Allocation（LDA）[21] を用

式の項目である．類似項目とは，
「項目内で問われている知

いた新たな項目間類似度の算出手法を提案する．LDA は，

識や解決の中心となる知識が一致する項目」と定義する．

対象文書や文章集合内で出現する語の共起性に基づき，対

この知識とは，分野特有の専門用語であり，大きく単名詞

象文書の内容を表すトピックを 1 つ，または，複数推定す

と複合名詞に分類されることが分かっている [11]（以下，

る．提案手法では，項目ごとに LDA でトピックを推定し，

対象知識と呼ぶ）
．

そのトピックを基に特徴ベクトルを生成して項目間類似度

類似度データを用いることで，以下の支援が可能となる．

( 1 ) アイテム・バンク内，または，アイテム・バンク間に
おける類似項目の自動検索 [12]．

( 2 ) 多次元尺度法（MDS: Multi Dimensional Scaling）[13],
[14], [15] などによる項目間構造の可視化．
( 3 ) 類似度の低い項目集合を用いてテスト構成することに

を算出する．LDA を適用することにより，以下が期待で
きる．

( 1 ) 項目ごとに推定されるトピック数は，抽出される語数
より少ないため，誤検索を軽減させることができる．

( 2 ) 表記の異なる項目でも意味的に似た内容であれば，同
一のトピックが推定される．
以下，2 章では，文書間類似度の算出手順や LDA の基本
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概念について説明し，3 章で，我々が先行研究で提案した
項目間類似度の算出手法について説明する．4 章では，本
論文の研究目標や，LDA を項目に適用する際の課題とア
プローチについて述べる．5 章で，LDA を用いた項目間類
似度の算出手法を提案し，6 章で，提案手法と既存手法を
用いた類似項目の検索実験を行う．実験結果から提案手法
による項目間類似度の算出精度の向上や，4 章のアプロー
チの有効性を検証する．7 章で，今後の課題について述べ，
最後に，8 章で全体をまとめる．
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2. 研究動向
本章では，ベクトル空間モデルに基づいた，一般的な文

わせた TFIDF がよく用いられる [26]．TFIDF は，ある文
書において重要な語とは，その文書中に多く出現し（一般
性），かつ，他の文書中にはあまり出現しない（希少性）

書間類似度の算出について述べ，LDA の基本概念につい

という考えに基づいている．ある語の頻度（TF）の重み

て説明する．

を tf ，総文書数を N ，その語を含む文書数を df とすると

2.1 ベクトル空間モデルに基づく文書間類似度の算出

TFIDF による重み w は次の式で表される．


N
+1
w = tf × log
df

近年，文書の分類や検索に関する研究がさかんに行われ
ている．それらの研究において，文書間の類似度を算出す
る方法が多数提案されている [22], [23], [24]．それらが対象
としている文書集合は，シラバス文書 [22] や特許文書 [24]
などである．また，川谷は，文書間の共通性分析に基づい
た文書・クラスタ間の新たな類似度算出手法を提案してい
るが [23]，実験で対象としている文書集合は，TDT2 コー

最後に，重みによりベクトルや行列で表された文書間の
類似度を算出する．類似度算出式には，余弦や内積などが
ある [26]．xi ，yi をそれぞれ文書 dx ，dy から抽出された
語 i に対する重み（または語の存在を表す 2 値変数）
，T を
抽出された語の総数とすると，余弦による類似度 (dx , dy )
は次のような式で表される．

パス [25] の放送系のニュースソースや電子ニュース系か
ら採取されたものである．これらの文書集合はその種類や

(1)

σ(dx , dy ) = 

内容によって，文書の構成や文書内で出現する語の性質が

ΣTi=1 xi · yi

(2)

ΣTi=1 x2i × ΣTi=1 yi2

異なるため，その他の種類の文書集合に適用できるとはい

また，文書中から専門用語を抽出する研究として，中川

えない．同様に，本研究で対象とする項目は，その構成や

らは専門用語を専門分野コーパスから自動抽出する方法を

項目内で出現する語の性質がこれらの文書集合とはまった

提案し実験的評価を行っている [28]．この研究では，専門

く異なるため，いずれの手法も項目に適用できるとはいえ

用語の多くが複合語，とりわけ複合名詞であることが多い

ない．

ことに着目し，名詞（単名詞と複合名詞）を対象として専

図 1 にベクトル空間モデルに基づく文書間類似度の算

門用語を抽出する．基本的なアイディアは単名詞のバイグ

出手順を示す．まず，類似度を算出する際に使用する各

ラムから得られる単名詞の統計量を利用するという点であ

文書のテキスト情報を決定する（図 1: 1）．次に，決定さ

る．バイグラムとは，扱う文字とその前後にある文字の 2

れた各文書のテキスト情報を形態素に分解し [26]，索引語

字の関係である．より具体的にいえば，ある単名詞が複合

（文書の内容を表す要素）を抽出する（図 1: 2）．形態素

名詞を形成するために連接する名詞の頻度を用いる．この

解析プログラムは奈良先端科学技術大学院大学で開発され

頻度を利用した数種類の複合名詞の重み付け手法を提案し

た「茶筌」[27] などがある．索引語の単位としては形態素

ている．

や名詞などがあげられる．そして，類似度を算出する際に

単名詞 N1 , N2 , . . . , NL がこの順で連接した複合名詞を

ノイズとなる語を不要語として削除する（図 1: 3）．さら

CN とすると，連接する頻度による重み付けの式は以下の

に，抽出した語に対して重み付けを行う（図 1: 4）．重み

LR(CN ) で定義される．


付け手法としては，索引語頻度（TF（Term Frequency））
や IDF（Inverse Document Frequency），それらを組み合

LR(CN ) =

L


1
 2L

(LN (Ni ) + 1)(RN (Ni ) + 1)

(3)

i=1

このとき，LN (Ni ) は Ni の左方に連接した全単名詞数
で，RN (Ni ) は Ni の右方に連接した全単名詞数である．

CN の出現頻度を f (CN ) とすると，最終的な CN の重み
F LR(CN ) は次式で表される．
F LR(CN ) = f (CN ) × LR(CN )

(4)

ただし，f (CN ) は索引語頻度（TF）とは違い，対象とす
る語が，ある複合名詞に含まれていたとしてもカウントは
しない．この提案手法を基にテキストマイニングツール
「termmi」[29] が開発されている．
図 1

ベクトル空間モデルに基づく文書間類似度の算出手順

Fig. 1 Procedure of calculating document similarity based on
vector space model.
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p(θ, z, w | α, β)
= p(θ | α)

N


p(zn | θ)p(wn | zn , β)

(5)

n=1

θ に関して積分し，z に関して和をとることで文書の生
成確率を以下のように得ることができる．

図 2

LDA のグラフィカルモデル表現 [21]

p(w | α, β)
N


= p(θ | α)


p(zn | θ)p(wn | zn , β) dθ (6)

n=1 zn

Fig. 2 Graphical model representation of LDA.

α は要素 αi > 0 を持つ k 次元ベクトルで，ディリクレ分布
として，各トピックが対象文書集合中に出現する語の分布

p(θ | α) =

として表現される．Hofmann は，トピックモデリングの

Γ(Σki=1 αi ) α1 −1
· · · θ1αk −1
θ
Πki=1 (α) 1

(7)

先駆的な研究として PLSI（Probabilistic Latent Semantic

のパラメータである．Γ() はガンマ関数である．モデルパ

Indexing）を提案した [30]．LDA は PLSI を拡張し，各ト

ラメータ α と β の学習には変分ベイズ法 [21] による近似

ピックの多項分布 M ult(θ) が多項分布の共役事前分布であ

計算や MCMC（Markov Chain Monte Carlo）[31] が用い

るディリクレ分布 Dir(θ | α) に従うと仮定した文書の生成

られる．その後，推定精度のより優れた崩壊型変分ベイズ

モデルである．これにより，PLSI の持つ過適合問題や新

法が開発されている [32]．そのほかにも，MCMC の一種

たな文書を生成することができない問題を解消した．LDA

であるギブスサンプリング法 [31] などが適用されている．

のグラフィカルモデル表現を図 2 に示す．グラフィカルモ

LDA はトピック数が所与であることを要求するのに対し

デルとは，確率変数またはパラメータを頂点とし，それら

て，階層ディリクレ過程などのノンパラメトリックベイズ

の依存関係を有向グラフで表現したものである．黒丸の頂

法ではこれを回避できる [33]．本論文では変分ベイズ法を

点は観測変数，それ以外の頂点は潜在変数または未知パラ

用いる．

メータを示す．矩形部分は，その隅に示された回数だけサ

このように，近年，LDA をはじめとするトピックモ

ンプリングが繰り返されることを意味する．ただし，N は

デ ル の 研 究 が さ か ん に 行 わ れ て お り ，文 書 検 索 や 分

語数，M は文書数を示す．また，図 2 に示された LDA の

類 [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40] だけでなく，画像

グラフィカルモデル表現に対応する文書生成過程を書き下

検索 [41], [42] やビデオ検索 [43]，または，ロボットの複

すと，以下のようになる．以下の過程を M 回繰り返して

数のモダリティのカテゴリーゼーション [44] など，様々

文書集合 D が生成される．

な分野において広く応用されている．文書検索や分類にお

( 1 ) 文書中から N をサンプリング

いて実験で対象とされている文書は，本研究で対象とし

( 2 ) ディリクレ事前分布 Dir(θ | α) から各トピックの生

ている項目とは異なり，文書中に含まれる語数が多く，大

成確率 θ をサンプリング

規模なコーパスが用意されている．上述した文献におい

( 3 ) 各 N 個の単語 wn に対して，

て，実験や分析などで対象としている文書は，TREC [45]

( a ) 多項分布 M ult(θ) から 1 つのトピック zn をサン
プリング

( b ) トピック zn で条件付けられた多項確率

（文献 [36], [37]）や GENIA [46]（文献 [37]）
，NIPS [47]（文
献 [35], [36], [38]）などがフリーで提供しているコーパス
に含まれるニュース記事や学術論文などである．また，

p(wn | zn , β) から単語 zn をサンプリング

Wikipedia や Yahoo.com ドメインなどの Web 上で公開さ

LDA では，語 N を生成する過程で潜在変数 z の値が

れているニュース記事（文献 [34], [43]）や一般紙を電子化

θ により確率的に変化し，1 つの文書中で複数のトピック

したニュースデータ（文献 [39]）なども対象とされている．

が生成されることが分かる．また，モデルパラメータ α，

また，Cimiano らは，5 カ国語（英・仏・独・伊・西）に

β が文書の矩形の外にあるため，新たな文書も生成可能

ついて音韻・韻律ラベリングが行われた MULTEXT [48]

であることが分かる．なお，ディリクレ分布の次元 k （ト

3,055 文書や，欧州連合（EU）における法律を EU 加盟国

ピック変数 z の次元）は既知であり，固定されるものと

の言語（22 言語）に翻訳した 3,000 文書 [49] を対象とし，

仮定される．さらに，トピックに対する語の生成確率は

それぞれトピック数を 500 と設定している [43]．

p(wj = 1 | z i = 1) = βij である k × V 行列 β によって表

このように，これらの研究で扱われる文書数は少なくと

される．パラメータ α と β が与えられたとき，トピック

も 1,000 件以上は存在し，多いものでは 100,000 件近く存

混合 θ の同時分布と N 個のトピック z の集合と N 個の単

在する．さらに，これらの文書に含まれる語の総数は文書

語 w の集合は以下のように表される．

数よりはるかに多いと考えられる．よって，これらの研究
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では，トピック数を容易に設定することができず，いくつ

まず，正答を形態素解析し，5 種類の単位の語を抽出す

かの場合（50，100 など）で精度が最も良いものを採用し

る（図 3: 1）．抽出された語数が 1 かつその他の語（助詞

ている．また，扱う語数や文書数が多いことから，それら

や助動詞など）が存在しない場合，問題文にあらかじめ登

を変数とする数式の改良や計算時間を短縮するための推論

録されている否定的な表現が含まれるかどうかを解析する

方法などが提案されている．しかしながら，本研究で対象

（図 3: 2）
．否定的な表現とは，
「誤っている〜」や「間違っ

とする項目は，近年の e テスティング化にともない項目数

た〜」など，問題文の内容と異なる概念や専門用語などを

は増えたが，多肢選択形式の項目に出現する語数は少ない．

選択させるときに使用される表現である．一致する場合は

さらに，著者の知る限りでは，項目間類似度を算出するた

問題文，一致しない場合は問題文と正答を対象知識出現箇

めに LDA を適用した研究は存在せず，それらの手法が項

所とする．一方，抽出された語が複数存在する場合（図 3:

目に対して適用可能かどうかは明らかになっていない．

1），問題文を形態素解析し，5 種類の単位の語を抽出する

本研究は，テキスト情報のみから項目の内容を解析し，
類似項目として管理・再利用する新たな取り組みであり，

（図 3: 3）．抽出された語数が 0 の場合は正答，1 以上の場
合は問題文を対象知識出現箇所とする．

LDA のような隠れ変数を扱うトピックモデルを項目へ適
用可能にするための 1 つのアプローチとして位置付けら

3.2 対象知識出現箇所の自動決定に基づく項目間類似度
の算出

れる．

図 4 に，前節で説明した対象知識出現箇所の自動決定に

3. 対象知識出現箇所の自動決定に基づく項目
間類似度の算出

基づく項目間類似度の算出手順を示す．まず，各項目にお
いて対象知識の出現箇所を図 3 の手順により自動で決定す

本章では，先行研究において我々が提案した対象知識出

る（図 4: 1）．全部で 3 通りの出現箇所が考えられる．次

現箇所の自動決定手順と，それに基づく項目間類似度の算

に，項目ごとに決定された出現箇所を形態素解析し，表 1

出手順について説明する．なお，以下の手順の考案に至っ

の 5 種類の単位で語を抽出する（図 4: 2）
．続いて，不要語

た分析や妥当性の検証などについては，文献 [11] を参照し

の削除を行う（図 4: 3）．不要語の対象としては，上位概

ていただきたい．

念を表す語と項目の決まり文句に含まれる語としている．
項目内では，対象知識に対して言い換え表現による上位概

3.1 対象知識出現箇所の自動決定
図 3 に対象知識出現箇所の自動決定手順を示す．図中
の 5 種類の単位の語とは，対象知識の語の単位を表す．対
象知識は単名詞と複合名詞の大きく 2 つに分けられ，さら
に，それらが日本語か英語か，または，日本語と英語の組
合せによって 5 種類の単位に分類されることが分かってい
る [11]．対象知識の種類と例を表 1 に示す．なお，文章の
形態素解析には 2.1 節で述べた「茶筌」を使用し，複合名
詞への連結処理は，中川らによって作成された専門用語自

表 1

対象知識の種類と例

Table 1 Targeted knowledge type and examples.
対象知識の種類
単名詞

複合名詞

例

日本語

ルータ

英語

Telnet, UDP

日本語

電子的コミュニケーション

英語

TCPIP, BtoB

日本語と英語

OSI 参照モデル

動抽出用 Perl モジュール「TermExtract」[50] を使用して
いる．

図 4 対象知識出現箇所の自動決定に基づく
図 3 対象知識出現箇所の自動決定手順 [11]

Fig. 3 Procedure of automatically identifying the part of targeted knowledge occurrence.
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念を表す語 [51] が存在することが多い（たとえば，
「コン

適用させる．類似項目の検索実験を行い，これらの評価尺

ピュータネットワーク」に対して「コンピュータ」
，
「電子

度の向上を目指す．

メール」に対して「メール」
）
．これらの語は，広域な意味
を持ち，また，類似項目でない項目間においても出現する

4.2 検討課題とアプローチ

と考えられる．そこで，対象知識のようなより狭義な意味

LDA によるトピックの推定では，対象とする項目や項

を持つ下位概念の語を抽出するために，ある複合名詞に対

目集合に出現する語の共起行列が必要となり，その推定精

して，その複合名詞に含まれる単名詞（あるいは，複合名

度は，それらの語の共起性に左右される．表 2 に，異なる

詞）が同じ項目内に存在する場合，それらの語を削除する．

内容の項目にもかかわらず，同じトピックが推定された項

これらの判定は，Perl の正規表現によるマッチングにより

目の例を示す．項目 1 の対象知識は「著作物」，項目 2 の

行っている．また，項目の決まり文句に含まれる語（次，

対象知識は「スワッピング」である．しかし，項目 1 の問

以下，選択肢など）は項目の内容とはまったく関係がない．

題文中の「著作物」と項目 2 の問題文中の「プログラム」

さらに，抽出された語に対して重み付けを行う（図 4:

が，他の複数の項目においてともに出現していたため，
「著

4）．しかし，語の出現頻度や出現分布と語の重要度の関連

作物」と「プログラム」の共起性が高まり，これら 2 つの

性が明らかになっていないため，それらの情報を使用しな

項目で同じトピックが推定された．

い最も単純な手法として 2 進重みを適用する [52]．これは，

表 3 に，
「著作物」と「プログラム」が出現していた項目

抽出されたすべての語に対して重み 1 を付与する．また，

の例を示す．項目 3 の対象知識は「不正競争防止法」であ

抽出された語の中でキーワードにも含まれる語が存在する

る．しかし，誤答において，
「プログラム」と「著作物」がと

場合，さらに重み 1 を加える．最後に余弦（式 (2)）により

もに出現している．このように，他の項目で対象知識とな

類似度を算出する（図 4: 5）．

りうる語が，別の対象知識を扱う項目のある個所に出現す

4. 研究目標と検討課題

る場合がある．これらの現象は，項目数やその出題パター
表 2

4.1 研究目標
本研究では，項目間類似度の算出精度を再現率と適合率

同一トピックが推定された内容の異なる項目の例

Table 2 Example of dissimilar test items identiﬁed as same
topic.

のマイクロ平均 [26] により評価する．再現率は「類似項目

項目 1

が漏れなく検索されているか」，適合率は「類似項目だけ
が検索されているか」を評価する指標となっており，一般
的に，再現率と適合率はトレードオフの関係にある．そこ

個人の著作物の保護期間が終了するのは，著作者の死後何年
経過したときか．

1. 25 年

で，再現率と適合率を 1 つのスカラ値に変換し，両方を考

2. 50 年（正答）

慮に入れる尺度として F 尺度 [26] を用いる．ゆえに，F 尺

3. 75 年

度により総合的な項目間類似度の算出精度を評価する．

4. 100 年
項目 2

ここで，再現率と適合率のマイクロ平均と F 尺度の式を
示す．項目 i に対して，類似項目の数を Ai ，検索された項
目の数を Bi ，検索された項目のうち類似項目と同じ項目の

仮想記憶装置を持つサーバで新しいプログラムを追加して実行
したところ，スワッピングが発生し，以前から動作しているプロ
グラムの処理効率が低下した．解決策として，最も適切なものは

数を Ci とすると，再現率，適合率のマイクロ平均 R̄，P̄

どれか．

の式は以下のように定義される．

1. 高度な CPU に変更する．（正答）

Σn Ci
R̄ = ni=1
Σi=1 Ai

(8)

Σn Ci
P̄ = ni=1
Σi=1 Bi

(9)

2. 高度な主記憶に変更する．
3. 磁気ディスク装置を増設し，補助記憶の容量を拡大する．
4. 主記憶を増設する．
表 3

F 尺度は 2 つの値の調和平均であり，再現率，適合率の

topic.

マイクロ平均に対する F 尺度 F̄ の式は以下のように定義
される．

F̄ =

1
2P̄

トピックの誤推定の原因となった項目の例

Table 3 Example of test item causing misidentiﬁcation of

項目 3

1
+

不正競争防止法が保護する対象はどれか．
1
2R̄

(10)

1.

事業活動に有用な技術上または営業上の情報で，秘密とし
て管理されているもの．（正答）

さらに，
「類似項目を上位に検索しているか」を評価する

2.

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの．

ために，検索された項目に閾値を設け，閾値以上の項目の

3.

著作物を翻訳，翻案して創作された二次的著作物．

みを抽出し，それらを検索結果として式 (8)，(9)，(10) に

4.

法人の発意に基づいて作成されたプログラムの著作物．
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ンが増えるに従い，増加する可能生が高いと考えられる．
項目ごとに項目の内容を表した適切なトピックを推定す
るためには，対象知識，または，これに関連する語の共起性
を適切に反映させた共起行列の作成が望まれる．しかし，
項目のテキスト情報は，問題文，正答，誤答，から構成さ
れており，必ずしもすべてのテキスト情報に対象知識やこ
れに関連する語が出現するとは限らない．そこで，本論文
では，項目ごとに LDA でトピックを推定する際に，(a) 対
象知識の出現箇所（問題文，正答，誤答）を自動で決定し，

(b) 限られた語の共起性を高める，という前処理を行う．
前処理 (a) に対しては，3.1 節で述べた対象知識出現箇所の
自動決定手順を適用する．この処理を行うことで，項目の

図 5

LDA を用いた項目間類似度の算出手順

Fig. 5 Procedure of calculating test item similarity using LDA.

内容とは関係のない語を大幅に減らすことが期待される．
また，複合名詞を構成する単名詞に着目する．これらの
単名詞は，その複合名詞の意味を包括した意味を表すこと
が多い．たとえば，電子メールと電子，メールや TCP プ
ロトコルと TCP，プロトコルなど，これらの複合名詞と複
合名詞を構成する単名詞間の意味的な関連性は高いと考え
られる．同様にこれらの単名詞間の意味的な関連性もまた
高いと考えられる．そこで，前処理 (b) に対しては，決定
された出現箇所に出現する単名詞と複合名詞，また，複合
名詞を構成する単名詞の共起性を生み出す処理を行う．た
とえば，項目内で「磁気ディスク」と「コンピュータ」が出
現した場合，抽出する語は「磁気ディスク/磁気/ディスク/
装置/コンピュータ」とする．この処理を行うことで，類似

図 6

項目の自動分類手順

Fig. 6 Procedure of automatically classifying test items.

項目間で同じ意味を表すが表記の異なる語（表記ゆれ）が
出現したとしても（たとえば，一方の項目では「磁気ディ

の次元 k （対象とする項目集合のトピック数）は既知であ

スク装置」
，もう一方の項目では「磁気ディスク」
）
，これら

り，固定されるものと仮定される．現段階では，トピック

の語の共起性を利用すれば同一のトピックが推定されると

数の適切な値が分かっていないため，あらかじめ，項目を

考えられる．なお，複合名詞への連結処理には，3.1 節で

類似項目群へ手動で分類し，分類された類似項目群の数を

述べた先行研究と同様に「TermExtract」[50] を用いる．

k として与える．これにより，精度の向上が示されれば，

5. LDA を用いた項目間類似度の算出

今後，次節で述べるようなクラスタリング技術を用いるこ

本章では，4.2 節で述べた前処理を基に，LDA を用いた
項目間類似度の算出手法を提案する．まず，5.1 節では，提
案手法による項目間類似度の算出手順について説明する．

とで，自動的に類似項目群を作成し，その数をトピック数
として設定することも可能となる．
さらに，推定されたトピックに対して 2 進重みにより重
み付けを行う（図 5: 5）．最後に，トピックの重みを要素

そして，5.2 節では，本研究で想定する項目間類似度を利

とするベクトルで表された項目間の類似度を余弦（式 (2)）

用した項目の自動分類手順について説明する．

により算出する（図 5: 6）．

5.1 LDA を用いた項目間類似度の算出手順

5.2 項目間類似度に基づく項目の自動分類

図 5 に LDA を用いた項目間類似度の算出手順を示す．

図 6 に本研究で想定する項目の自動分類手順を示す．各

まず，図 3 の手順に従い対象知識の出現箇所を決定する

項目は教科や領域によって階層的に分類されているものと

（図 5: 1）
．次に，決定された出現箇所を形態素解析し，単

する．まず，項目内容を基に，これまでに作成された全項

名詞と複合名詞，また，複合名詞を構成する単名詞を抽出

目間の類似度を算出する（図 6: 1）
．ある項目に対して類似

する（図 5: 2）．そして，項目の決まり文句に含まれる語

度を算出する対象は，その項目と同じ領域の項目集合とす

を不要語として削除する（図 5: 3）．ここで，語と語の出

る．次に，項目間類似度を基に既存のクラスタリング技

現頻度を基に，各項目を共起行列で表し，LDA によりト

術 [17], [18] を用いて類似項目群を生成する（図 6: 2）
．さ

ピックを推定する（図 5: 4）
．LDA では，ディリクレ分布

らに，新規に追加される項目と類似項目群の類似度を算出
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表 4

実験で利用した LDA を用いた項目間類似度の算出手法

Table 4 Overview of methods using LDA in experiment.
手法

語の抽出範囲

LDA 1

対象知識知識出現箇所の自動決定

LDA 2
LDA 3
LDA 4
LDA 5
LDA 6

語の抽出単位
単名詞/複合名詞/複合名詞を構成する単名詞

提案手法

単名詞/複合名詞を構成する単名詞
単名詞/複合名詞

問題文/正答
問題文/正答/誤答

単名詞/複合名詞を構成する単名詞
単名詞/複合名詞
単名詞/複合名詞を構成する単名詞
単名詞/複合名詞

表 5 実験で利用したその他の既存手法と概要

Table 5 Overview of other methods in experiment.
手法

概要

先行研究による手法

3.2 節で述べた，対象知識出現箇所の自動決定に基づく項目間類似度の算出手法．

termmi による手法

問題文/正答/誤答から語を抽出．語の出現頻度と連接頻度による重み付け．余弦による項目間類似度の算出．

TFIDF による手法

問題文/正答/誤答から語を抽出．TFIDF により重み付け．余弦による項目間類似度の算出．

する．この場合，類似項目群の各項目で推定されたトピッ
クを基に類似項目群を 1 つのベクトルで抽象化することで
算出する．この結果から，新規項目を適切な類似項目群へ

表 6

出題された項目数と実験で対象とした項目数

Table 6 Items tested in examination and items targeted in
experiment.

分類する（図 6: 3）．このように，項目で問われている知

試験実施年月

出題項目数

実験で対象とした項目数

識の領域を意識することなく，項目を同一知識が問われる

2004 年 4 月

59

26

2004 年 10 月

63

21

2005 年 4 月

64

30

2005 年 10 月

63

27

2006 年 4 月

52

24

2006 年 10 月

60

27

2007 年 4 月

72

23

2007 年 10 月

62

28

2008 年 4 月

80

17

2008 年 10 月

80

27

合計

655

250

項目群へ自動的に分類し管理することが可能となる．

6. 実験と評価
6.1 実験概要
本実験では，提案手法において，以下の 3 つの有効性と
項目間類似度の算出精度の向上を示すことを目的とする．

( 1 ) 対象知識出現箇所の自動決定を適用することの有効性
（図 5: 1）．

( 2 ) 単名詞/複合名詞/複合名詞を構成する単名詞を抽出す
ることの有効性（図 5: 2）．

( 3 ) LDA を適用することの有効性（図 5: 4）．
これらの有効性を検証するために，提案手法とその他の

る LDA のソースコード（C 言語）[53] を用いて，トピック
の推定を行った．

9 個の手法により類似項目の検索実験を行った．表 4 と

表 5 の termmi [29] による手法と TFIDF [26] による手

表 5 に実験で用いた項目間類似度の算出手法とその概要を

法について説明する．両手法とも，問題文，正答，誤答か

示す．表 4 の手法は，図 5 の LDA を用いた提案手法にお

ら語を抽出し，単名詞，複合名詞を抽出する．そして，重

いて，語の抽出範囲（図 5: 1）や抽出する語の単位（図 5:

み付けを行い，最後に，余弦（式 (2)）により類似度を算

2）を変化させた手法である．また，表 5 の手法は，3.2 節

出する．重み付けでは，termmi による手法では，2.1 節で

で説明した対象知識出現箇所の自動決定に基づく手法や既

説明した語の出現頻度と連接頻度に基づく手法（式 (4)），

存手法である．

TFIDF による手法では，同じく 2.1 節で説明した TFIDF

表 4 の比較手法について説明する．語の抽出範囲では，
対象知識出現箇所の自動決定によるもの（LDA 1，LDA 2）

（式 (1)）を用いる．
実験で対象とした項目は，初級システムアドミニスト

と問題文と正答（LDA 3，LDA 4），そして，問題文，正

レータ試験 [54] において，2004 年度から 2008 年度までに

答，誤答（LDA 5，LDA 6）の 3 つに分類した．また，語

出題された 655 項目のうち，類似項目が 2 つ以上存在する

の抽出単位は，単名詞と複合名詞を構成する単名詞（LDA

250 項目とした．表 6 に各年月に出題され項目数と，それ

1，LDA 3，LDA 5）と，単名詞と複合名詞（LDA 2，LDA

らの項目のうち実験で対象とする項目数を示す．手法ごと

4，LDA 6）の 2 つに分類した．その他の条件は提案手法

に類似項目を検索し，検索結果を基に再現率と適合率のマ

と同じである．なお，今回の実験では，Blei が公開してい

イクロ平均（式 (8)，(9)）
，F 尺度（式 (10)）を算出し，評
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表 7 項目の類似項目群への分類結果

Table 7 Result of classifying test items into similar item groups.
項目数

類似項目群ごとの対象知識

8

ウィルス対策，磁気ディスク装置，ISO9000 シリーズ

7

公開鍵暗号方式

6

EUC，JPEG，システムの信頼性，退行テスト，プロトタイピング

5

EDI，クライアントサーバシステム，グループウェア，システムアドミニストレータ，システムテスト，
ディジタル署名，プログラムの著作権，労働者派遣

4

CORBA，MRP，PDF，QR コード，TCO，インタプリタ方式，スループット，著作権の帰属，データウェアハウス，
パレート図，ヒストグラム，不正競争防止法，ブラックボックステスト，連関図

3

CRM，CTI，DNS，ERP パッケージ，E-R 図，GUI 画面，HTML，ISMS プロセスの PDCA モデル，
JAN コード，S/MIME，USB，アプリケーション，アプレット，ガントチャート，管理図，キャッシュメモリ，
グラフの使い方，システムの保守，スワッピング，セキュリティ対策，著作権の保護，データマイニング，
ハッシュ，ファイルシステム，フラッシュメモリ，プロポーショナルフォント，ベンチマークテスト，ホットサイト
リスク管理体制，ルータ，個人情報保護法

価した．ある項目に対して，被検索対象となる項目は，実

表 8 再現率，適合率のマイクロ平均と F 尺度（閾値なし）

験で対象とする 250 項目とした．なお，今回の実験では，

Table 8 Micro average of recall, precision and F-measure (No

これらの項目は階層的に分類されていない状態でデータ

Threshold).
再現率

適合率

F 尺度

提案手法

0.71

0.33

0.45

LDA 1

0.65

0.28

0.39

LDA 2

0.39

0.19

0.26

LDA 3

0.60

0.26

0.37

の実験では，ある項目に対しての類似項目の数は最大で 7

LDA 4

0.35

0.21

0.26

項目であったため，上位 7 項目を抽出した．今回対象とし

LDA 5

0.51

0.26

0.35

た項目のテキスト情報は問題文，正答，誤答，であったた

LDA 6

0.06

0.04

0.05

ベースに格納されており，被検索対象の項目すべてに対し
て，類似度を算出するものとする．さらに，4.1 節で述べ
たように，
「類似項目が上位に検索されているか」を評価
するために，検索結果に閾値を設けた評価も行った．今回

め，先行研究による手法ではキーワードによる重み付けは
せず，すべて 2 進重みにより重み付けした．

類似度算出手法

先行研究による手法

0.73

0.19

0.31

termmi による手法

0.89

0.06

0.11

TFIDF による手法

0.89

0.06

0.11

6.2 類似項目検索実験
実験手順を以下に示す．

(1) 項目の類似項目群への分類

(3) 閾値による項目の抽出
手順 (2) の結果を基に，各項目に対して上位 7 項目

筆者により，各項目の対象知識を判定し，同じ対象

を抽出する．手順 (1) の結果（表 7）から，ある項目

知識の項目をまとめて類似項目群を作成する．筆者は，

に対する類似項目の数は最大で 7 項目であった．その

基本情報処理技術者試験 [55] の資格を保持しており，

ため閾値を上位 7 項目と定めた．なお，上位から 7 番

初級システムアドミニストレータ試験の知識を十分に

目と 8 番目の項目が同じ類似度である場合，8 番目の

習得している．今回の実験では，250 項目を 62 の類似

項目も含めて抽出した．

項目群へ分類することができた．表 7 に類似項目群

(4) 再現率，適合率，F 尺度の算出

ごとの項目数と対象知識を示す．この分類結果を再現

検索結果に閾値なしの場合（手順 (2) の結果）と閾

率と適合率のマイクロ平均を算出する際の評価指標と

値ありの場合（手順 (3) の結果）で，各手法の再現率

する．

と適合率のマイクロ平均，また，F 尺度を式 (8)，(9)，

(2) 項目間類似度の算出

(10) によりそれぞれ算出する．式 (8)，(9) において，

表 4 と表 5 に示した手法ごとに，全項目間の類似度

類似項目とは手順 (1) によって同じ類似項目群に分類

を算出する．類似度を算出する対象は，実験で対象と

された項目とし，検索された項目とは，閾値なしの場

した 250 項目とした．手順 (1) により，全部で 62 の類

合は手順 (2) で類似度が 0 より大きい項目，閾値あり

似項目群に分類されることが分かった．そこで，LDA

の場合は手順 (3) によって抽出された項目とする．

を用いた手法では，ディリクレ分布の次元 k の値（250

上述した実験手順により得られた再現率と適合率のマイ

項目で推定されるトピック数）は 62 とした．各項目

クロ平均，また，F 尺度を表 8 と表 9 に示す．表 8 は，

に対して，類似度の高い項目順に整列する．

閾値なしの場合で，表 9 は閾値を上位 7 項目とした場合
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再現率，適合率のマイクロ平均と F 尺度（上位 7 項目）

Table 9 Micro average of recall, precision and F-measure (Top

表 11 適合率の母比率の差の検定における p 値

Table 11 p-value of diﬀerence of proportion test for precision.

7 items).
類似度算出手法

再現率

適合率

F 尺度

p値

手法の組合せ

閾値なし

閾値あり

提案手法

0.68

0.37

0.48

LDA 1 と LDA 3

0.18

0.02

LDA 1

0.62

0.35

0.45

LDA 1 と LDA 5

0.20

<0.01

LDA 2

0.38

0.22

0.28

LDA 2 と LDA 4

0.24

0.19

LDA 3

0.54

0.31

0.39

LDA 2 と LDA 6

<0.01

<0.01

LDA 4

0.34

0.24

0.28

LDA 1 と LDA 2

<0.01

<0.01

LDA 5

0.48

0.30

0.37

LDA 3 と LDA 4

<0.01

<0.01

LDA 6

0.05

0.04

0.05

LDA 5 と LDA 6

<0.01

<0.01

先行研究による手法

0.65

0.33

0.44

提案手法と先行研究による手法

<0.01

0.04

termmi による手法

0.59

0.30

0.40

提案手法と LDA 1

<0.01

0.27

TFIDF による手法

0.56

0.28

0.37

提案手法と termmi による手法

<0.01

<0.01

提案手法と TFIDF による手法

<0.01

<0.01

表 10 再現率の母比率の差の検定における p 値

Table 10 p-value of diﬀerence of proportion test for recall.
手法の組合せ

p値
閾値なし

閾値あり

LDA 1 と LDA 3

0.02

<0.01

LDA 1 と LDA 5

<0.01

<0.01

LDA 2 と LDA 4

0.08

0.12

LDA 2 と LDA 6

<0.01

<0.01

LDA 1 と LDA 2

<0.01

<0.01

LDA 3 と LDA 4

<0.01

<0.01

LDA 5 と LDA 6

<0.01

<0.01

0.60

0.25

提案手法と LDA 1

<0.01

0.01

提案手法と termmi による手法

<0.01

<0.01

提案手法と TFIDF による手法

<0.01

<0.01

提案手法と先行研究による手法

表 12 LDA 1 から LDA 6 において抽出された語数

Table 12 Number of terms extracted by LDA 1-LDA 6.
類似度算出手法

抽出された語数

LDA 1

542 語

LDA 2

605 語

LDA 3

787 語

LDA 4

948 語

LDA 5

1,315 語

LDA 6

1,921 語

6.3.1 対象知識出現箇所の自動決定を適用することの
有効性について

LDA 1 と LDA 3，LDA 5 に着目すると，表 8 と表 9 か
ら，LDA 1 の再現率と適合率のマイクロ平均，また，F 尺
度の値が閾値なしの場合とありの場合の両方において最も

である．なお，表中の数値は小数点第 3 位で四捨五入した

高い．ここで，表 10 と表 11 より，LDA 1 と LDA 3 で

値である．表から分かるように，閾値なしの場合と閾値あ

は，閾値なしの場合の適合率の有意差は認められなかった

り場合の両方において，提案手法の F 尺度が最も高い値と

が，その他の有意差は認められた．LDA 1 と LDA 5 も同

なった．

様の結果となった．

6.3 実験結果の考察

と表 9 から，再現率のマイクロ平均の値は LDA 2，適合率

一方で，LDA 2 と LDA 4，LDA 6 に着目すると，表 8
表 10 と表 11 に，手法間で再現率と適合率の母比率の

のマイクロ平均と F 尺度の値は LDA 4 が最も高い（表 8

差を有意水準 5%で両側検定を行い，得られた有意確率 p

と表 9 において，小数点第 4 位で四捨五入した F 尺度の値

値を示す．なお，表中の数値は小数点第 3 位で四捨五入し

は LDA 2 では 0.255 と 0.275，LDA 4 では 0.259 と 0.280

た値である．

であった）．ここで，表 10 と表 11 より，LDA 2 と LDA

表 10 と表 11 より，提案手法と先行研究による手法で

4 では，再現率と適合率の有意差はともに認められなかっ

は，適合率の有意差は認められたが，再現率の有意差は認

たが，LDA 2 と LDA 6 では，再現率と適合率の有意差は

められなかった．ゆえに，提案手法では，先行研究の手法

ともに認められた．

の再現率を同じ値に保ちつつ，適合率が向上した傾向にあ

さらに，表 12 に LDA 1 から LDA 6 において抽出され

る．また，提案手法と termmi や TFIDF による手法では，

た語数を示す．LDA 1 と LDA 2 では，2.2 節で述べた関

再現率と適合率の有意差がともに認められた．以上の結果

連研究が扱う語数やその他の手法に比べて大幅に語数が削

から，提案手法は先行研究による手法や既存手法に比べ，

除されていた．つまり，LDA 1 と LDA 2 は，抽出する語

項目間類似度の算出精度の向上が示唆された．以下では，

を絞り込み，かつ，再現率と適合率が同等，もしくは，向

6.1 節で述べた 3 つの有効性について考察する．

上した傾向にある．抽出される語数が少ないほど，特徴ベ
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クトルの次元数が減るため，計算時間が少なくなることも
期待される．

表 13 閾値によって削除された項目数と適合率の変化量

Table 13 Number of items eliminated by threshold and variation of precision.

以上の結果から，項目に LDA を適用する場合，語の抽
出範囲に対象知識出現箇所の自動決定を適用することが有

類似度算出手法

削除された項目数

適合率の変化量

提案手法

305 項目

0.04

LDA 1

471 項目

0.07

LDA 2

300 項目

0.03

LDA 3

434 項目

0.05

しかしながら，今回，実験で対象とした項目では，対象

LDA 4

244 項目

0.03

知識出現箇所の自動決定において，61 項目が正答と問題

LDA 5

279 項目

0.03

文，189 項目が問題文と決定され，正答のみに決定される

LDA 6

108 項目

<0.01

効であると考えられる．また，LDA では，語数が少なくと
も重要となる語を絞り込み，それらの共起性を反映するこ
とができれば，再現率と適合率が向上することも分かった．

ことがなかった（図 3 下部の「正答」
）
．つまり，正答の決
定に至る記述形式の項目が存在しなかった．今後，そのよ
うな記述形式の項目も存在した場合，語が絞り込まれる程

先行研究による手法

1,604 項目

0.14

termmi による手法

11,474 項目

0.24

TFIDF による手法

11,485 項目

0.22

度が増すため，再現率と適合率がさらに向上するのではな
いかと考えられる．

の他の手法では，5 倍以上からほぼ 40 倍の項目数が削除さ

6.3.2 単名詞/複合名詞/複合名詞を構成する単名詞を抽

れた．つまり，LDA を用いていない手法では，類似項目を

出することの有効性について

LDA 1 と LDA 2，LDA 3 と LDA 4，LDA 5 と LDA 6
のそれぞれの組合せについて比較する．表 8 と表 9 から，

検索した際，類似項目を上位に検索する可能性はあるが，
類似項目でない不要な項目が多く検索されてしまう．
たとえば，先行研究による手法のように，あらかじめ対

LDA 1，LDA 3，LDA 5 の再現率と適合率のマイクロ平

象知識出現箇所の自動決定によって抽出する語を最小限

均，また，F 尺度の値がそれぞれ LDA 2，LDA 4，LDA

に絞り込んだとしても，抽出される語数は LDA によって

6 に比べて高い．ここで，表 10 と表 11 より，上記すべ

推定されるトピック数に比べて非常に多い．今回の実験で

ての組合せにおいて，再現率と適合率の有意差がともに認

は，先行研究による手法で抽出された語数は 605 語であっ

められた．これらの結果から，項目に LDA を適用する場

た．つまり，各項目の特徴ベクトルの次元数は 605 次元と

合，語を単名詞と複合名詞で抽出するより，単名詞と複合

なり（式 (2)）
，多くの不要な項目を検索してしまった．一

名詞を構成する単名詞で抽出したほうが有効であると考え

方，LDA を適用した手法では，6.2 節の手順 (2) で述べた

られる．

ように，全体で推定されるトピック数は 62 と決定した．つ

さらに，提案手法と LDA 1 に着目すると，表 8 と表 9

まり，各項目の特徴ベクトルの次元数は与えるトピックの

から，提案手法の方が再現率と適合率のマイクロ平均，ま

数で調整することができる．本節の冒頭で述べたように，

た，F 尺度の値が高い．ここで，表 10 と表 11 より，閾値

提案手法では，特徴ベクトルの次元数が少なくても，LDA

ありの場合の適合率の有意差は認められなかったが，その

を用いていない手法に比べて再現率や適合率の向上が示唆

他の有意差は認められた．

された．以上の結果から，項目の特徴をとらえた適切な前

以上の結果から，提案手法は LDA 1 に比べて，適合率

処理を行うことで，LDA を適用することの有効性が増す

は同等，もしくは，向上し，再現率は向上した傾向にある．

と考えられる．

ゆえに，項目に LDA を適用する場合，単名詞と複合名詞，

7. 今後の課題

さらに，複合名詞を構成する単名詞で語を抽出することが
有効であると考えられる．

6.3.3 LDA を適用することの有効性について

今後は，本論文の提案手法に基づく項目間類似度の算出
機能を実装し，手法の改善に向けた実験・評価を行う．ま

LDA を用いた手法（提案手法と LDA 1-LDA 6）と LDA

ず，トピックに対する重み付け手法の検討を行う．今回は

を用いていない手法を比較する．表 13 に各手法で閾値に

LDA で推定されたすべてのトピックに対して 1 を付与し

よって削除された項目数と，表 8 と表 9 における適合率の

た（2 進重み）．しかし，項目では推定されたすべてのト

変化量を示す．なお，表中の適合率の変化量は小数点第 3

ピックが同じように重要であるというわけではない．そこ

位で四捨五入した値である．LDA を用いた手法の変化量

で，2.2 節で述べたトピックの生成確率 θ を用いて，ある

の平均値は約 0.04 であった．それに対して，LDA を用い

項目におけるトピックの重要度を確率的な数値により算出

ていない手法の変化量の平均値は約 0.20 で，5 倍以上大き

可能な手法を検討する．適切な重みを与えることができれ

くなっており，閾値を設けたことにより適合率が向上した．

ば，より上位に類似項目が検索できることが期待される．

この原因は閾値により削除された項目数にある．LDA を

次に，トピック数の自動決定方法の検討を行う．LDA で

用いた手法では平均約 305 項目が削除されたのに対し，そ

は，対象とする文書集合で推定されるトピック数（ディリ
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クレ分布の次元 k の値）を所与として計算を行う．今回の

める，という前処理を行った．前処理 (a) に対しては，先

実験では，あらかじめ，対象とした項目集合を類似項目群

行研究で考案した対象知識出現箇所の自動決定手順を適用

へ分類し，類似項目群の数と同じ数のトピックが存在する

し，前処理 (b) に対しては，決定された出現箇所に出現す

と仮定しトピック数を決定した．しかし，この作業を毎回

る単名詞と複合名詞，また，複合名詞を構成する単名詞の

行うには膨大な時間と労力がかかる．そこで，先行研究に

共起性を生み出す処理を行った．

よる手法や既存のクラスタリング技術を用いて，あらかじ

そして，これらの前処理を基に，LDA を用いた項目間

め，類似項目群の数を推定する手法を検討する．それらの

類似度の算出手法を提案し，実験と評価を行った．初級シ

手法から推定された類似項目群の数と手動で分類した場合

ステムアドミニストレータ試験で出題された 250 項目を対

の類似項目群の数との関係性を分析する．また，推定され

象とし，提案手法と 6 つの LDA を用いた比較手法と 3 つ

た値を用いて LDA を適用し，その妥当性を検証する．ト

の既存手法により類似項目を検索した．検索結果を基に，

ピック数を自動的に決定することができれば，大幅な時間

再現率と適合率のマイクロ平均，また，F 尺度を算出し，

と労力の軽減が期待される．

評価した．実験・評価結果から，提案手法では，LDA を用

そして，異なる分野の項目を対象とした実験を行い，提

いた比較手法や既存手法に比べ F 尺度が最も高い値となっ

案手法の適用可能範囲や課題などを明確にする．対象知識

た．さらに，各手法の結果と比較することで，以下の有効

は分野特有の概念や法則，人物，歴史など様々であり，分

性が示唆された．

野や領域の違いによって抽出すべき語の種類も変化すると

( 1 ) 対象知識出現箇所の自動決定を適用することの有効性
（図 5: 1）．

考えられる．そこで，これまで本研究で対象としてきた，
情報系の知識を問う項目以外の項目を対象とした分析や実

( 2 ) 単名詞/複合名詞/複合名詞を構成する単名詞を抽出す
ることの有効性（図 5: 2）．

験を行う．これらの分析や実験は，学生や教員，専門家な
ど様々な人々を介して行い，提案手法がどこまで有効的で
あるのか，また，改善しなければならない点などを明確に
する．

( 3 ) LDA を適用することの有効性（図 5: 4）．
今後は，本論文の提案手法を基にした類似項目の検索が
可能なシステムを実装し，手法の適用可能範囲や課題を明

さらに，1 章で述べた類似項目や類似度データによる利

確にする．さらに，類似項目や類似度データを用いて，項

点を活かした機能を実装し，項目の作成・管理・出題のサ

目の作成・管理・出題の支援が可能な e テスティング・シ

イクルを半自動的に行うことが可能な e テスティング・シ

ステムを実現し，教育現場への導入を目指す．

ステムの実現を目指す．そして，様々な教育現場へシステ

謝 辞 本 研 究 の 一 部 は 科 学 研 究 費（ 若 手 研 究（B）
：

ムを導入し，継続的な運用や管理，また，分析や実験，評

24700904，特別研究員奨励費：25・8284）の研究助成を

価などを行う．

受けたものである．ここに記して謝意を表す．

8. まとめ
本研究ではこれまで，類似項目を自動検索することを目
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